
【様式第１号】

連結貸借対照表

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 20,778,143 固定負債 7,137,865
有形固定資産 18,448,712 地方債等 6,190,164

事業用資産 6,006,454 長期未払金 20,544
土地 1,963,557 退職手当引当金 907,114
立木竹 152,825 損失補償等引当金 -
建物 9,813,109 その他 20,044
建物減価償却累計額 △ 6,001,591 流動負債 857,556
建物減損損失累計額 - 597,730
工作物 32,813 未払金 40,449
工作物減価償却累計額 △ 6,759 未払費用 -
工作物減損損失累計額 - 前受金 158,668
船舶 1,885 前受収益 234
船舶減価償却累計額 △ 1,885 賞与等引当金 47,250
船舶減損損失累計額 - 預り金 10,471
浮標等 - その他 2,754
浮標等減価償却累計額 - 負債合計 7,995,421
浮標等減損損失累計額 - 【純資産の部】
航空機 - 固定資産等形成分 23,402,181
航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 7,100,166
航空機減損損失累計額 - 他団体出資等分 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 52,501

インフラ資産 12,282,395
土地 98,409
建物 1,648,946
建物減価償却累計額 △ 719,372
建物減損損失累計額 -
工作物 26,996,016
工作物減価償却累計額 △ 15,779,134
工作物減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 37,530

物品 795,371
物品減価償却累計額 △ 635,508
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 159,005
ソフトウェア 158,168
その他 837

投資その他の資産 2,170,427
投資及び出資金 177,753

有価証券 429
出資金 177,311
その他 13

長期延滞債権 76,463
長期貸付金 165,302
基金 1,753,371

減債基金 56,081
その他 1,697,291

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,463

流動資産 3,519,292
現金預金 884,925
未収金 11,804
短期貸付金 19,850

基金 2,600,798

財政調整基金 2,585,459
減債基金 15,338

棚卸資産 1,936
その他 352
徴収不能引当金 △ 371

繰延資産 - 純資産合計 16,302,015
資産合計 24,297,436 負債及び純資産合計 24,297,436

（平成28年3月31日現在）

1年内償還予定地方債等



【様式第２号】

連結行政コスト計算書

（単位：千円）

科目 金額

経常費用 5,237,069

業務費用 2,421,706

人件費 425,110

632,686

賞与等引当金繰入額 46,933

退職手当引当金繰入額 △ 298,268

その他 43,759

物件費等 1,848,141

物件費 985,473

維持補修費 36,151

減価償却費 795,459

その他 31,058

その他の業務費用 148,455

支払利息 80,185

徴収不能引当金繰入額 707

その他 67,563

移転費用 2,815,363

補助金等 2,550,475

社会保障給付 242,189

その他 22,700

経常収益 496,098

使用料及び手数料 219,541

その他 276,557

純経常行政コスト △ 4,740,970

臨時損失 162

災害復旧事業費 -

資産除売却損 161

損失補償等引当金繰入額 -

その他 1

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト △ 4,741,133

自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

職員給与費



【様式第３号】

連結純資産変動計算書

（単位：千円）

科目 合計
他団体出資等分

前年度末純資産残高 15,550,496 23,153,339 △ 7,602,843 -

純行政コスト（△） △ 4,741,133 △ 4,741,133 -

財源 5,481,793 5,481,793 -

税収等 4,103,218 4,103,218 -

国県等補助金 1,378,575 1,378,575 -

本年度差額 740,660 740,660 -

固定資産等の変動（内部変動） 237,983 △ 237,983

有形固定資産等の増加 768,278 △ 768,278

有形固定資産等の減少 △ 798,268 798,268

貸付金・基金等の増加 511,395 △ 511,395

貸付金・基金等の減少 △ 243,423 243,423

資産評価差額 10,522 10,522

無償所管換等 337 337

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 751,519 248,842 502,677 -

本年度末純資産残高 16,302,015 23,402,181 △ 7,100,166 -

自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第２号及び第３号】

連結行政コスト及び純資産変動計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 5,237,069
業務費用 2,421,706

人件費 425,110 　
職員給与費 632,686
賞与等引当金繰入額 46,933
退職手当引当金繰入額 △ 298,268
その他 43,759

物件費等 1,848,141
物件費 985,473
維持補修費 36,151
減価償却費 795,459
その他 31,058

その他の業務費用 148,455
支払利息 80,185
徴収不能引当金繰入額 707
その他 67,563

移転費用 2,815,363
補助金等 2,550,475
社会保障給付 242,189
その他 22,700

経常収益 496,098
使用料及び手数料 219,541
その他 276,557

純経常行政コスト △ 4,740,970
臨時損失 162

災害復旧事業費 -
資産除売却損 161
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1

臨時利益 -
資産売却益 - 金額
その他 - 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト △ 4,741,133 △ 4,741,133 -
財源 5,481,793 5,481,793 -

税収等 4,103,218 4,103,218 -
国県等補助金 1,378,575 1,378,575 -

本年度差額 740,660 740,660 -
固定資産等の変動（内部変動） 237,983 △ 237,983

有形固定資産等の増加 768,278 △ 768,278
有形固定資産等の減少 △ 798,268 798,268
貸付金・基金等の増加 511,395 △ 511,395
貸付金・基金等の減少 △ 243,423 243,423

資産評価差額 10,522 10,522
無償所管換等 337 337
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
比例連結割合変更に伴う差額 - -
その他 - - -

本年度純資産変動額 751,519 248,842 502,677 -
前年度末純資産残高 15,550,496 23,153,339 △ 7,602,843 -
本年度末純資産残高 16,302,015 23,402,181 △ 7,100,166 -

自　平成27年4月1日
至　平成28年3月31日



【様式第４号】

連結資金収支計算書

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 4,798,822

業務費用支出 1,983,459
人件費支出 797,424
物件費等支出 1,051,396
支払利息支出 80,185
その他の支出 54,453

移転費用支出 2,815,363
補助金等支出 2,550,475
社会保障給付支出 242,189
その他の支出 22,700

業務収入 5,770,452
税収等収入 4,104,519
国県等補助金収入 1,168,952
使用料及び手数料収入 222,390
その他の収入 274,590

臨時支出 1
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 1

臨時収入 -
業務活動収支 971,629
【投資活動収支】

投資活動支出 1,279,991
公共施設等整備費支出 768,586
基金積立金支出 533,369
投資及び出資金支出 △ 127,364
貸付金支出 105,399
その他の支出 -

投資活動収入 452,128
国県等補助金収入 208,705
基金取崩収入 143,715
貸付金元金回収収入 99,708
資産売却収入 -
その他の収入 -

投資活動収支 △ 827,863
【財務活動収支】

財務活動支出 675,818
地方債等償還支出 675,948
その他の支出 △ 130

財務活動収入 738,941
地方債等発行収入 730,827
その他の収入 8,114

財務活動収支 63,123
本年度資金収支額 206,890
前年度末資金残高 656,061
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 862,950

前年度末歳計外現金残高 19,547
本年度歳計外現金増減額 2,427
本年度末歳計外現金残高 21,974
本年度末現金預金残高 884,925

自　平成27年4月1日

至　平成28年3月31日
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